
編集　豊平区役所
市民部総務企画課広聴係

b822-2407 c813-3603

豊平区の人口・世帯数　   ※ 5 月 1日現在（前月比）
人口：226,221人（+385）　世帯数：121,182世帯（+529）

問い合わせ先が
分からないときは・・・ 札幌市コールセンター

豊平区役所
豊平保健センター b822-2400（代表） 〒062-8612 豊平区平岸 6条 10丁目 1-1開庁時間：8時 45分～ 17時 15分（土・日曜、祝・休日、年末年始を除く）

※市外局番はすべて 011

TOYOHIRA
豊平区民のページ

「夢ひらく　花ひらく　とよひらく」
www.city.sapporo.jp/toyohira/ホームページ

国勢調査の確定値に
基づく推計人口

令和４年

「豊平インフォメーション」
FMアップル76.5MHz　毎週木曜日15時～豊平区ラジオ広報番組

とよひら

豊平区土木センター〔西岡 3-1〕 b851-1681
豊平消防署〔月寒東 1-8〕 b852-2100
南部市税事務所〔平岸 5-8〕
　市税証明 b824-3912
納税相談 b824-3913
個人の市・道民税 b824-3914
固定資産税（土地） b824-3917
固定資産税（家屋） b824-3918

豊平区保育・子育て支援センター
（ちあふる・とよひら）〔月寒東 1-4〕 b851-3945

まちづくりセンター
　豊平〔豊平 6-7〕 b811-9435
　美園〔美園 6-5〕 b811-4119
　月寒〔月寒中央通 7〕b852-9288
　平岸〔平岸 2-7〕 b811-9545
　中の島〔中の島1-4〕 b821-5841
　西岡〔西岡 4-5〕 b854-0357
　福住〔福住 1-4〕 b855-6615
　東月寒〔月寒東3-17〕 b853-9191
　南平岸〔平岸2-14〕 b814-1440

豊平・南清掃事務所〔南区真駒内 602〕 b583-8613
豊平区社会福祉協議会〔平岸 6-10〕 b815-2940
豊平老人福祉センター〔中の島 2-3〕 b811-5201
豊平区民センター〔平岸 6-10〕 b812-7181
月寒公民館〔月寒中央通 7〕 b851-0482
西岡福住地区センター〔西岡 4-9〕 b852-4687
東月寒地区センター〔月寒東 3-18〕 b853-2011
豊平区体育館〔月寒東 2-20〕 b855-0791
豊平公園温水プール〔美園 6-1〕 b813-6556
西岡図書館〔西岡 3-6〕 b852-8111

b222-4894（8時～ 21時・年中無休）c

221-4894　　info4894@city.sapporo.jp

区制50周年記
念「あの日

あの時」

札幌ドーム
オープン

札幌ドーム
オープン

 （2001年
）

（2001年
）
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民生委員・児童委員は、皆さんと同じ住民の立場で、子どもか
ら高齢者までさまざまな困りごとを一緒に考え、必要な支援が
受けられるよう、各関係機関への「つなぎ役」を担っています。
国や札幌市から委嘱を受けた特別職の非常勤地方公務員です。

困りごとや悩みを一緒に考え、サポート困りごとや悩みを一緒に考え、サポート

【詳細】保健福祉課活動推進担当 b822-2451 c833-4096

相談・援助相談・援助

皆さんが住み慣れた場所で安心して生活できるように、地域の福祉に取り組んで皆さんが住み慣れた場所で安心して生活できるように、地域の福祉に取り組んで
いるボランティアをご存じですか？今月は、そのボランティア、民生委員・児童いるボランティアをご存じですか？今月は、そのボランティア、民生委員・児童
委員の活動内容についてご紹介します。委員の活動内容についてご紹介します。

民生委員・児童委員民生委員・児童委員

各地区
民生委員児童委員

協議会

地域の皆さん 各関係機関

区役所・保健センター
教育委員会・学校
社会福祉協議会
保育園・児童会館
地域包括支援センター
　　　　　　　　　など

協力・連携協力・連携

必要な支援を実施必要な支援を実施

一人暮らしの高齢者宅の訪問や地域の
見守り活動など安心・安全を守る活動
も行っています。

民生委員・児童委員とは？民生委員・児童委員とは？

こんな活動も行っていますこんな活動も行っています

高齢者宅の訪問 地域の見守り

子育ての悩み

福祉に関する相談

活動支援活動支援

地域の身近な相談員地域の身近な相談員
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活動への思いを聞かせてください活動への思いを聞かせてください

民生委員には守秘義務があり、お聞きした相談内容や個人の秘密は守られます。
福祉や子育てのことでお困りの方はお気軽にご相談ください。お住まいの地区の
民生委員が分からないときは、保健福祉課へお問い合わせください。

安心してご相談ください安心してご相談ください

地域の皆さんが変わらず、元気でいてくれることが一番重要です。
「いつもありがとう。」と声を掛けられると、また来月も笑顔で会え
るように頑張ろうという気持ちになります。

皆さんの笑顔が活動の原動力皆さんの笑顔が活動の原動力

活動を始めて 5年になりますが、高齢の方への訪問活動では、お
およその面談日を決めて行くようにしています。自分にとっても、
相手にとっても負担にならないように工夫しています。

より良い関係がつくれるようにより良い関係がつくれるように

子育ての相談を受けて感じることを教えてください子育ての相談を受けて感じることを教えてください

引越ししてきたばかりの方や働いているお母さんなど悩みはさまざ
まです。相手の思いをくみ取り、何ができるかをいつも考えていま
す。また、自分たちの活動を知ってもらうために委員同士で相談し
ながら啓発活動にも取り組んでいます。

相手の立場で傾聴相手の立場で傾聴

活動の中で知り合った親子と再会する機会があり、子どもが大きく成
長した姿を見て驚きました。「あの時はお世話になりました。」と言っ
てくれたときに、自分の活動が役に立っているんだと実感しました。

子どもたちの成長がやりがい子どもたちの成長がやりがい

少子高齢化の影響などで、孤立している人が増えて、困りごとも増加し、
かつ深刻化していると感じています。そのような中でも、民生委員の役
割は今も昔も変わらず、困っている人に手を差し伸べることです。地域
や社会との「つなぎ役」となれるよう活動を続けていきます。

社会情勢の変化で活動内容も変わっていますか？社会情勢の変化で活動内容も変わっていますか？

ここ2、3年のコロナ禍では、民生委員の活動にいくつかの制約がかかり
ましたが、全ての活動を止めるのではなく、「どのように工夫すればでき
るのか」を民生委員同士で話し合い、活動を継続してきました。地域住
民の孤立を防ぐために、今できることを考えながら活動を行っています。

コロナ禍でも活動を継続コロナ禍でも活動を継続

社会が変化しても、変わらない基本理念社会が変化しても、変わらない基本理念

豊平区民生委員児童委員協議会

　　　　向
むかい

俊
とし

孝
たか

　会長

西岡地区主任児童委員

　　　宮
みや

厚
あつ

子
こ

さん

福住地区民生委員・児童委員

　 　　内
うち

野
の

源
みな

王
お

さん
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豊平区からのお知らせ

s毎週木曜日 20 時まで。
q,南部市税事務所納税課（2階）
　　b824-3913

市税の夜間納付相談

６ 月 11 ７ 10日 日月～

キツネに気を付けましょう

くらし

募集
今月は個人住民税《普通徴収
分》（第1期）を納める月です。
納期限は6月30日㈭6月30日㈭です。

s7月24日㈰10時～12時。
q月寒体育館（月寒東 1条 8丁目）。
p区内在住・在学の小学３～ 6年生。
n20 人。h o無料。
mb・a。6月22日㈬～7月5日㈫
　（必着）に申込（電話受付：8 時
　45分～ 17時 15分、土日を除く）。
　申込時に右ページ上欄の必要事
　項と貸靴の要否、靴のサイズ、
　スケート経験をお知らせください。
j区役所地域振興課

b822-2427
acity.sapporo.jp/toyohira

　 /machi/furemachi
　 /sports_project.html

とよひらｋ
キ ッ ズ

ｉｄｓ
アイスホッケー体験会

参議院議員通常選挙の
期日前投票のお知らせ

参議院議員の任期満了に伴う選挙
が予定されています。豊平区では、
右の２会場に期日前投票所を開設
する予定です。投票期間は、自宅
に郵送される「投票所案内はがき」
をご確認ください。
,豊平区選挙管理委員会事務局

b822-2406 s公示日の翌日～投票日の前日。
q豊平区民センター 2階大ホール。
※駐車場が大変混雑します。お越しの
　際は、公共交通機関をご利用ください。

※駐車場は２カ所あります。

白石区方面

面
方
区
央
中

清田区方面

通 状
環

豊平区役所
駐車場

陵陽中学校

中央バス
「豊平区役所」

じょうてつバス
「豊平区役所前」

N

園
公
寒
月

豊平区民センター
（平岸6条10丁目）

南65

白30

中央バス
「豊平区役所」
79 83 89 平50

ケ

期日前投票所 第２期日前投票所

s投票日の３日前～投票日の前日。
q東月寒地区センター 1階ホール。

キツネは夏にかけて、日中でも住宅
地に出没します。キツネがエキノ
コックス症に感染していることがあ
りますので、気を付けましょう。

《エキノコックス症》
キツネの体内などに住んでいる寄生
虫（エキノコックス）の卵が口から
体内に入ることで引き起こされる病
気のことです。

北海道日本ハムファイ
ターズでは札幌ドーム
で開催される東北楽天
ゴールデンイーグルス
戦（C指定席）に、
区内在住の方 1,000 組 2,000 人をご
招待します。
s8月18日㈭ 18 時～。
m6月25日㈯まで。h

　　　　afighters.co.jp/expansion/
invitation/2022/sapporo_form.html
　　　　右コード参照。
申込フォームにアク
セスしてお申し込みく
ださい。
はがきでの応募はできません。
　　　　当選後、別の席種を希望さ
れる場合、試合前日までにお送りす
るチケットから手続きするか、試合
当日に札幌ドーム場内前売券売場に
て座席変更を受け付けます（有料・
座席数に制限あり）。
,北海道日本ハムファイターズ

b0570-005-586
※応募者の個人情報は、株式会社
　ファイターズスポーツ＆エンター
　テイメントが適切に管理し、本件
　を含むチケット関連の案内以外に
　は利用されません。

パソコン

スマホ・携帯

その他

©H.N.F.

北海道日本ハムファイターズ
公式戦にご招待～区民応援デー～

s夜間：6月23日㈭19時30分まで。
　休日：6月26日㈰9時～14時30分。　
q,区役所保険年金課（１階）
　　b822-2510

国民健康保険料の
夜間・休日納付相談

,保健センター健康・子ども課
b822-2478

投
票
箱

東月寒
まちづくり
センター

N 東月寒地区センター
（月寒東3条18丁目5-1）

東月寒中学校

通
寒
月
東

北野通

臨時駐車場
（とんつき憩いの広場） 園

公
川
田
吉

白石区方面

面
方
区
田
清

駐車場

中央バス
「東月寒まちづくり
センター」　　 
真105

中央バス
「月寒東3条18」
64 月64 福51 福52 福99

●キツネに近づかない。
●キツネに餌を与えない。
●帰宅後は手をしっかり洗う。
●家庭菜園の野菜や山菜などは、
　よく洗うか、加熱してから食べる。
●沢水などの生水は飲まない。
●ごみ捨てルールをしっかり守る。
●物置などは戸締まりをしっかりする。
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s＝日時　q＝会場　p＝対象　n＝定員　o＝費用　m＝申込
,＝問い合わせ先　b＝電話　c＝ファクス　d＝Ｅメール
a＝ホームページ　7＝詳細の確認が必要　f＝先着順
h＝申込多数の場合は抽選　w＝当日、直接会場へ

①行事名　②住所（郵便番号）　③氏名（ふりがな）・年齢
④連絡先（電話番号・ファクス番号・メールアドレスなど）
⑤学校名・学年（児童・生徒のみ）　⑥返信先（往復はが
きの場合）

お
知
ら
せ

の
見
方

申
込
時
の

必
要
事
項

機 内・入 国 審
査・レストラン・
ショッピングな
どの場面ごとに
使える英語を学
びます。

s6月20日㈪～8月1日㈪（7月18日㈪
　を除く）。10時～11時30分。全6回。
p市内在住か通勤の15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n10人。f o3,600円。
m6月13日㈪～17日㈮。
　9時～17時。b・直接窓口。
q,西岡福住地区センターb852-4687

ｆ
フ ァ ン

ａｎ・ｆ
フ ァ ン

ａｎ基礎英語
～旅行編

新型コロナウイルス感染症の影響により、予定が変更ま
たは中止となる場合がありますので、ご了承ください。

体軸トレーニング

第 1回
タブレット・スマホ講座

ワード＆エクセル
夜間講座　基礎編

はじめての韓国語

s7月19日㈫、20日㈬、26日㈫、
　27日㈬。14時～16時。全4回。
p15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n20人。f o3,000円。
m6月27日㈪～7月3日㈰。
　9時～17時。b。
q,区民センターb812-7181

ファミリーヒストリーの
調べ方

はじめての俳句

s7月11日㈪～8月22日㈪。
　10時～12時。
　全4回（隔週月曜日）。
p15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n 20人。f o3,000円。
m6月27日㈪～7月3日㈰。
　9時～17時。b。
q,区民センターb812-7181

s 7月21日㈭～9月1日㈭（8月11
　日㈭を除く）。
　10時～11時30分。全6回。
p15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n16人。f o4,000円。
m 6月27日㈪～7月3日㈰。
　9時～17時。b。
q,区民センターb812-7181

Z
ズ ン バ

UMBA®+ ストレッチ

いろいろなジャンルの音楽で踊り
ながら有酸素運動を行います。
s6月22日㈬～7月13日㈬。
　19時～20時30分。全4回。
p市内在住か通勤の15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n20人。f o3,000円。
m6月15日㈬～20日㈪。
　9時～17時。b・直接窓口。
q,西岡福住地区センターb852-4687

軽い筋トレとストレッチで、コロ
ナ禍で弱った筋肉を鍛えます。
s6月17日㈮～7月8日㈮。
　10時～11時。全4回。
p市内在住か通勤の15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n8人。f o3,000円。
m6月13日㈪～16日㈭。
　9時～17時。b・直接窓口。
q,西岡福住地区センターb852-4687

s7月19日㈫～8月9日㈫。
18時30分～20時30分。全6回。

p区内在住か通勤の15歳以上の方
（中学・高校生を除く）。

n10人。f o5,100円。
m7月7日㈭～14日㈭。
　9時～20時。直接窓口。
q,東月寒地区センターb853-2011

s7月5日㈫～19日㈫。
　10時～12時。全3回。
p区内在住か通勤の15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n11人。f o2,500円。
m6月23日㈭～7月1日㈮。
　9時～20時。直接窓口。
q,東月寒地区センターb853-2011

おすすめ講座
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カラスと上手にカラスと上手に
おつきあい

ただいま子育
てシーズン！

各問い合わせ先 ※民有地にできた巣はその土地や樹木の所有者による対応となります。※民有地にできた巣はその土地や樹木の所有者による対応となります。
　巣に卵やひながいる場合は捕獲許可が必要です。　巣に卵やひながいる場合は捕獲許可が必要です。

４月上旬から7月下旬は繁殖期。親ガラスは卵やひなを守るため、大きな声で鳴いたり、人の近くを４月上旬から7月下旬は繁殖期。親ガラスは卵やひなを守るため、大きな声で鳴いたり、人の近くを
飛び回ったりすることがあります。この時期、私たちはどのように対応したらよいのでしょうか？飛び回ったりすることがあります。この時期、私たちはどのように対応したらよいのでしょうか？

カラスが怖いと感じた時は？
その場から遠ざかるかその場から遠ざかるか迂迂

うう

回回
かいかい

するようにしましょう。どうしても通らなければならないときは、以下のするようにしましょう。どうしても通らなければならないときは、以下の
ような行動をとりましょう。ような行動をとりましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安易な巣の撤去は逆効果になることも！

巣を取るという考え方もありますが、人への敵対心を根付巣を取るという考え方もありますが、人への敵対心を根付
かせ、ますますかせ、ますます威威

いい

嚇嚇
かくかく

がひどくなるという悪循環につながるがひどくなるという悪循環につながる
可能性があります。公園や街路樹にできた巣の撤去につい可能性があります。公園や街路樹にできた巣の撤去につい
ては土木センターが対応していますが、激しいては土木センターが対応していますが、激しい威威

いい

嚇嚇
かくかく

があっがあっ
た場合にのみ行っています。た場合にのみ行っています。

餌やりは、餌やりは、
絶対にやめましょう絶対にやめましょう

公園・街路樹にできた巣（威
い

嚇
かく

が激しい場合のみ）　豊平区土木センター　　　　b851-1681

電柱にできた巣
北電柱 　北海道電力ネットワーク　　b0120-06-0327

NTT 柱 　NTT東日本北海道　　　　　b0120-444-113

巣に卵やひながいる場合の捕獲許可 　環境局環境共生担当課　　　b211-2879

腕を上げゆっくり通過する腕を上げゆっくり通過する 頭や肩を覆うように傘を差す頭や肩を覆うように傘を差す 帽子をかぶり頭を守る帽子をかぶり頭を守る
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